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The purpose of this study was to investigate the characteristics of muscle quantity, quality and physical func-
tions in elderly with long-term care. Twenty-four elderly with long-term care (LTC-group, age 78 ± 8 years) and 21 
elderly without long-term care (Cont-group, age 72 ± 7 years) participated in this study. Skeletal muscle mass (kg) 
was measured by a bioelectrical impedance device, and the skeletal muscle index [= skeletal muscle mass (kg) / 
height (m) 2] was calculated. The muscle thickness and echo intensity, as the parameters of muscle quantity and 
quality, was assessed from the rectus femoris and biceps femoris using B-mode transverse ultrasound images. We 
measured eight physical function tests [isometric knee extension peak torque, functional reach, one leg stand, sit-to-
stand test, 5-m normal/maximal speed walking, handgrip strength, and timed up and go test (TUG)]. Skeletal muscle 
index, muscle thickness and echo intensity were no difference between LTC- and Cont-group. The score of func-
tional reach and sit-to-stand in LTC-group was lower than that in Cont-group (P < 0.001). The 5-m normal speed 
walking time was longer in LTC-group than Cont-group (LTC-group, 7.00 ± 2.71 s vs. Cont-group, 3.95 ± 0.48 s, P 
< 0.001); accordingly, the normal walk speed in LTC-group was slower than Cont-group (LTC-group, 0.81 ± 0.26 
m/s vs. Cont-group, 1.28 ± 0.16 m/s, P < 0.001). Similar differences were found in the 5-m maximal speed walking 
time and speed. TUG score was worse in LTC-group than that in Cont-group. These results suggest that the physi-
cal functions, which indicated gait and balance abilities, lacked in LTC-group although muscle quantity and quality 
was similar to Cont-group. The deterioration of physical dysfunction in LTC-group was clearly shown in this study, 
and this could be contributed for the recovering from disability in LTC-group by rehabilitation or physical training.

Ⅰ　背景

内閣府によると我が国では総人口に対する65歳以上
の高齢者の人口の割合（いわゆる高齢化率）が27.3％に
達し、約3人に1人が高齢者の超高齢化社会を迎えた

（内閣府2017）。また今後とも経年的な高齢化率の増加
が見込まれる。このような中で、高齢者における健康維
持・増進への関心が高まりをみせる。近年では、「介護

無しに生活できる期間」いわゆる健康寿命の延伸を目的
とした健康講座および運動教室が盛んに行なわれてい
る。我々も行政委託事業の一環として運動教室を開講
し、そこで実施された一定期間の自重負荷レジスタンス
トレーニングやウォーキングによって高齢者の身体機
能が有意に改善したことを報告した（吉子ら2013、富田
ら2014）。しかしながら運動介入を行なったとしても加
齢に伴うヒトの筋力や身体機能の低下を完全に抑制す



― 24 ―

吉子、梶、杉山、小池、押田、秋間

ることは難しく、運動に対する本人の意識や意欲とは関
係なく、多くの高齢者は日常生活やその動作（activities 

of daily living, ADL）に部分的な支援や介護を必要とす
る。

厚生労働省の定める介護保険制度では、ADL 低下に
よって日常生活に部分的な支援が必要で特に介護防止
に効果的である状態（要支援状態）や、寝たきりや認
知症によって既に常時介護が必要な状態（要介護状態）
の高齢者が「要支援・要介護者」として認定される。こ
れによって特定の高齢者は、必要な支援および介護の程
度に準じた介護サービスを受けることができる。要介護
認定は、推計された介護認定基準時間に準じて、要支
援（2段階；要支援レベル1、2）と要介護（5段階；
要介護レベル1－5）に7段階のレベルが設けられてい
る。厚生労働省の介護保険事業状況（2015）によると、
要支援・要介護認定を受けている高齢者は全国に約600
万人、そのうち要支援レベル1、2および要介護レベル
1、2（認定等基準時間が25分以上70分未満）に該当す
るものは、約400万人（要支援・要介護者全体の約65％）
と報告されている。要支援・要介護高齢者は自立度が低
く、日常生活に補助が必要であるため、支援・介護を必
要としない高齢者と比較して筋力、歩行や ADL に関す
る機能が低いと推測されるが、要支援・要介護高齢者の
身体機能を実証した研究は十分とは言えない。

加齢に伴う生理学的現象の代表的な1つとして、筋量
の減少［いわゆるサルコペニア（sarcopenia）］が挙げら
れる。2010年に European Working Group on Sarcopenia in 

Older People（EWGSOP）は、科学的な根拠に基づくサ
ルコペニアの定義を提唱した（Cruz-Jentoft et al., 2010）。
このサルコペニアの診断項目には、全身の筋肉量に加
えて、筋力（握力）と歩行速度が含まれていることから
も、サルコペニア診断によって筋が関連する高齢者の身
体状況を総括的に把握することができる。さらに近年で
は、筋量に加えて、「筋の質」が着目されるようになっ
た。筋の質とは、筋内に蓄積する脂肪組織の割合（いわ
ゆる筋内脂肪率）で判断される。加齢に伴う筋の質の低
下（すなわち筋内に含まれる脂肪率の増加）が、筋力の
低下、歩行機能の低下、さらにはインスリン抵抗性を引
き起こすとの報告があり（Goodpaster et al., 1997; Marcus 

et al., 2012; Rech et al., 2014）、筋量だけではなく筋の質を
維持することが重要であるとの考えが広まりつつある。
要支援・要介護高齢者は、自立度が低く、日常生活に補
助を要することからも、サルコペニアに加えて筋の質の
低下が進行している可能性が考えられる。

そこで本研究では、要支援・要介護高齢者の筋量・質
および身体機能を測定し、非要支援・要介護高齢者のそ
れと比較することで、要支援・要介護高齢者における筋

形態・質および身体機能の特徴を明らかにすることを目
的とした。

Ⅱ　方法

A．対象者
対象は岐阜県可児市の通所リハビリテーション施設、

および同市の内科医院への定期検診に通う高齢者とし
た。介護認定制度によって、要支援1、要支援2、要介
護1あるいは要介護2の認定を受けていた高齢者24名

（女性15名 : 男性9名）を要介護群とした。これは介護認
定制度の全7段階のうち軽度4段階に該当するもので、
日常生活に支援あるいは部分的な介護が必要な状態の
ものであった。介護認定を受けていない高齢者21名（女
性14名 : 男性7名）を非要介護群とした。対象者の身体
特徴を Table 1に示した。すべての対象者に対して実験
の目的および内容を説明した後、参加の同意を書面にて
確認した。なお、本研究は、名古屋大学総合保健体育科
学センターの「ヒトを対象とする研究審査」の承認を得
て実施された（認証番号26-3）。

B．筋量および筋の質の測定
大腿部の前面および後面から筋の横断画像を測定し

た。測定には超音波断層装置（Logiq e, GE Healthcare 社
製）を用いた。大腿長50％位の前面および後面におい
て、対象の大腿直筋（rectus femoris）および大腿二頭筋

（biceps femoris）が画像の中心に確認できる位置を測定
部位とした。得られた画像をパーソナルコンピュータに
取り込み、画像分析ソフト（Image J, version 10.2）を用い
て分析した。分析は先行研究（Akima et al., 2017; Yoshiko 

et al., 2017）の方法を参考に、筋量の指標としての筋厚、
筋の質の指標としての筋エコー強度および皮下脂肪厚
を測定した。

C．等尺性最大膝伸展トルク
右脚の等尺性最大膝伸展トルクの測定は、フォースト

ランスデューサーが搭載された特性の膝関節伸展ダイ
ナモメータ（竹井機器社製）を用いて行なわれた。膝
関節角度は90°とし、検者は対象者の腰部および足部を
ベルトで固定した。試行は3回行い、試行間は2分以上
の休憩を設けた。力のデータは A/D 変換機（PowerLab, 

ADInstruments 社製）を介して1000Hz で専用のソフト
ウェア（Chart 5.5）を用いてパーソナルコンピュータ

（MacBook, Apple 社製）に記録した。各試行において発
揮筋力の最大値が発現した時点の前後0.5秒間、計1.0秒
間の平均値を測定し、各試行の平均を代表値とした。
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D．身体計測および機能測定
体組成計（Inbody 270, Inbody Japan 社製）を用い、生

体インピーダンス法にて筋肉量および脂肪量を測定し
た。対象者間における体格の違いを補正するため、筋肉
量を身長の二乗で除した値（skeletal muscle index, SMI）
を算出した。身体機能の測定には、ファンクショナル
リーチ、開眼片足立ち、イス座り立ち、握力、5m 通常
速度歩行時間・最大速度歩行時間、5m 通常・最大歩行
速度およびタイムアップゴー（timed up and go, TUG）を
用いた。以下に各測定の詳細な方法を記載する。

ファンクショナルリーチ…対象者が立位で右腕を
まっすぐ前に伸ばした状態（肩関節屈曲90°およ
び肘関節の最大伸展位）から、できるだけ前方ま
で手を伸ばした状態まで移動した距離を測定し
た。専用の機器（デジタルミラー、Panasonic 社
製）を用いて対象者を真横から撮影し、その画像
から対象者が握るマーカーの並行移動距離を自
動で算出した。対象者がふらついたり、脚を浮か
せたりしないように注意した。

開眼片足立ち…対象者は適度な幅に脚を広げ、両目を
開けたまま両手を楽に下げて、できるだけ長い時
間片足を浮かせた。対象者の転倒を防ぐため測
定中には補助者をおいた。測定の最大時間を60
秒とし、それ以降の測定は中止した。

イス座り立ち…対象者は、高さ約40cm のイスの前に
立ち、両腕を胸の前で交差した状態で、「座る－
立つ」の繰り返しを30秒間できるだけ速く行なっ

た。
握力…対象者は立位で右手に握力計（TKK5401、竹

井機器社製）を握り、最大努力により筋力発揮力
を行った。測定中は前屈みになったり、肘を曲げ
たりしないように指示した。

5m 通常・最大速度歩行…5m 通常・最大速度歩行
の測定は、それぞれ1回ずつ行なった。対象者に
は、スタートとゴールの2本のライン間（5m）を

「いつも通りの速度で歩くように」あるいは「で
きるだけ早く歩くように」と指示した。測定者
は、対象者が5m 間を歩く時間をストップウォッ
チで測定した。測定された時間と距離（5m）か
ら速度（m/ 秒）を算出した。

TUG…対象者がイスから立ち上がり、直線距離3m先
のマーカーを折かえし、再びイスに座るまでの時
間をストップウォッチで測定した。対象者は、い
つも通りの速度で歩くように指示された。

E．サルコペニアおよび TUG の診断
サルコペニアは、EWGSOP が提唱した科学的な根拠

に基づくサルコペニアの定義（Cruz-Jentoft et al., 2010）
に基づき、筋肉量、筋力（握力）および歩行速度で診断
された。各パラメータのカットオフ値を以下に示す。
　　　歩行速度：< 0.8 m/ 秒
　　　握力：男性 < 30 kg、女性 < 20 kg

　　　筋肉量（SMI）： 男性 < 8.97 kg/m2、 
女性 < 6.42 kg/m2

これらのパラメータを用い、以下2つのいずれかの基準

Table 1. Characteristics and ultrasound parameters in elderly with long-term care and without long-term care

With long-term care (n = 24) Without long-term care (n = 21) P value *1 P value *2

Characteristics
Age  78.17±7.89 72.10±6.56 0.008 –
Height (cm) 152.63±9.29 152.68±10.06 n.s. n.s.
Weight (kg)  52.37±9.45  54.33±11.64 n.s. n.s.
Body Mass Index (kg/m2)  22.40±3.16 23.10±3.08 n.s. n.s.
Muscle (kg)  19.90±4.16 20.53±5.86 n.s. n.s.
Fat (kg)  15.04±5.66 15.94±5.12 n.s. n.s.
Skeletal Muscle Index (kg/m2)   8.46±0.98  8.66±1.46 n.s. n.s.

Ultrasound parameters
RF Echo Intensity (a.u.)   79.93±10.99 76.92±7.78 n.s. n.s.
BF Echo Intensity (a.u.)   62.50±11.74 65.51±8.11 n.s. n.s.
SF ant thickness (cm)   0.74±0.31  0.69±0.24 n.s. n.s.
RF thickness (cm)   1.01±0.27  1.09±0.37 n.s. n.s.
VI thickness (cm)   0.97±0.27  1.09±0.33 n.s. n.s.
SF post thickness (cm)   0.76±0.33  0.83±0.41 n.s. n.s.
BF thickness (cm)   1.82±0.32  1.71±0.38 n.s. n.s.

Values are shown as mean ± SD. RF rectus femoris, BF biceps femoris, SF subcutaneous fat, VI vastus intermedius.
*1 the result of P values for unpaired t test, *2 the result of P values for analysis of covariance (ANCOVA)
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を満たすものをサルコペニアとした。
1．  カットオフ値以下の歩行速度、およびカットオフ値

以下の筋量
2．  カットオフ値以上の歩行速度、カットオフ値以下の

筋力、およびカットオフ値以下の筋量
TUG は、転倒リスクとの関連が指摘されており、そ

のカットオフ値は13.5秒とされている（Shumway-Cook et 

al., 2000）。これに基づき、13.5秒以上のものを Low TUG

とした。

F．統計処理
本研究で得られた全てのデータは、平均と標準偏差

で示した。要介護群および非要介護群の身体特性、超音
波指標および身体機能の違いは、対応のない t 検定、お
よび年齢を共変数とした共分散分析を用いて分析され
た。統計解析は SPSS（version 25）を用いて行い、有意
水準は5％未満とした。

Ⅲ　結果

要介護群と非要介護群では、身長、体重、BMI、筋肉
量、脂肪量および SMIに有意な差がみられなかった。両

群で年齢を比較したところ、要介護群が非要介護群より
も有意に高齢であった（Table 1 ）。

大腿部前面および後面における皮下脂肪厚、大腿直
筋および大腿二頭筋の筋厚および筋エコー強度は、要
介護群と非要介護群の間に有意な差がみられなかった

（Table 1 ）。なお統計的な有意差の有無は、対応のない t
検定および共分散分析では同様であった。

最大膝伸展トルク、ファンクショナルリーチおよび握
力は、両群間で統計的な有意差がみられなかった。非要
介護群の開眼片足立ちおよびイス座り立ちは、要介護群
よりも有意に高値が示され、歩行機能・歩行速度および
TUGは、非要介護群で有意に低値が示された（Table 2 ）。
なお統計的な有意差の有無は、対応のない t 検定および
共分散分析では同様であった。

サルコペニアの診断基準を基に、歩行機能、筋力およ
び筋肉量の基準値を下回る対象者の割合およびサルコ
ペニアの発症率を算出した（Table 3 ）。その結果、非要
介護群にサルコペニアの該当者が見られなかったのに
対して、要介護群のそれは8.3％だった。非要介護群で
Low TUG に該当したものはいなかったのに対して、要
介護群の33.3％がそれに該当した。

Table 2. Physical functional tests in elderly with long-term care and without long-term care

With long-term care (n = 24) Without long-term care (n = 21) P value *1 P value *2

Knee extension peak torque (Nm)  57.45±34.07  64.50±29.68 n.s. n.s.
Functional reach (cm)  20.61±11.32 24.92±5.49 n.s. n.s.
One leg stand (s)  16.70±21.14  35.68±23.53    0.007 < 0.001
Sit-to-stand (repetitions) 10.96±4.44 21.48±6.85 < 0.001 < 0.001
Handgrip strength (kg) 22.94±9.22 26.66±9.45 n.s. n.s.
5-m normal walk time (s)  7.00±2.71  3.95±0.48 < 0.001 < 0.001
5-m maximal walk time (s)  5.65±2.44  2.95±0.32 < 0.001 < 0.001
5-m normal walk speed (m/s)  0.81±0.26  1.28±0.16 < 0.001 < 0.001
5-m maximal walk speed (m/s)  1.03±0.37  1.71±0.19 < 0.001 < 0.001
Timed Up and Go (s) 12.52±6.96  7.71±1.18 0.003 0.049

Values are shown as mean ± SD.
*1 the result of P values for unpaired t test, *2 the result of P values for analysis of covariance (ANCOVA)

Table 3. Sarcopenia and TUG status in elderly with long-term care and without long-term care

With long-term care (n = 24) Without long-term care (n = 21)
Low gait speed (%) 50.0  0.0
Low strength (%) 62.5 33.3
Low muscle mass (%)  8.3  0.0
Sarcopenia (%)  8.3  0.0
Low TUG (%) 33.3  0.0

Sarcopenia was diagnosed according to the European consensus on definition and diagnosis (Cruz-Jentoft et al., 
2010). TUG was diagnosed according to Shumway-Cook et al (2000).
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Ⅳ 考察

本研究では要支援・要介護高齢者の筋量・質よび身体
機能を測定し、非要支援・要介護高齢者のそれと比較す
ることで、要支援・要介護高齢者における筋形態・質お
よび身体機能の特徴を明らかにすることを目的とした。
その結果、要介護群と非要介護群の全身および大腿部
における筋量と筋の質に差はみられなかったものの、要
介護群の歩行機能は、非要介護群に比べて低いことが
示された。本研究の結果は、介護認定基準時間に準じて
診断された要支援および要介護高齢者が、サルコペニ
アを発症しやすく、また高い転倒リスクを有することを
示した。

本研究では、厚生労働省の定める介護保険制度に
よって支援や介護が必要と認定された高齢者を対象と
した。Janssen ら（2002）は、筋量の指標である SMI に
よってサルコペニアと診断された人は、そうでない人と
比べて、介護が必要であったり、日常生活が困難であっ
たりする割合が高いことを報告した。つまりこれは、高
齢者におけるサルコペニアが ADL 低下につながること
を示唆している。本研究では、生体インピーダンス法
や超音波画像によって測定された筋肉量および大腿部
筋厚を筋量の指標とし、それを要介護群と非要介護群
で比較した。その結果、両者間で有意な差が認められ
なかった（Table 1 ）。本研究参加者における男性の割合
は、要介護群が37.5％、非要介護群が33.3％と同程度で
あったことからも、男女比の違いによる影響は極めて小
さいと考えられる。また、体格の違いを考慮した指標で
あるSMIにも群間における有意差はみられなかった。し
かしながら、Cruz-Jentoft ら（2010）が提唱したサルコ
ペニアの診断基準に当てはめると、筋肉量が基準値を下
回る割合は非要介護群において0％であったのに対し
て、要介護群においては8.3％であった。つまり加齢に
伴う筋量・筋機能の低下が、要介護群の約10人に1人
以下の割合で生じていた。この結果には、両群間の年齢
の違いが影響していると考えられる。高齢者における大
腿部の筋量は、1年間で0.6％から1.2％減少すると報告
されている（Delmonico et al., 2009; Frontera et al., 2000）。
要介護群と非要介護群の間には平均6歳の年齢差がみ
られたことからも、両群間の大腿部の筋量には3.6％か
ら7.2％の差が生じると推測される。本研究で得られた
各筋の筋厚の平均値をみると、要介護群と非要介護群
の相対的な差は6.0％（大腿二頭筋）から12.4％（中間広
筋）であり、先ほどの先行研究からの推測値を支持する
結果であった。また、筋量を左右する筋タンパク質の合
成・分解は、運動刺激や成長ホルモンに加えて、食事
から摂取する栄養素（i.e. アミノ酸）にも影響を受ける

（Fujita et al., 2004; Mac Dougall et al., 1995）。しかしなが
ら、本研究ではそれらに関する詳細な情報を把握できて
いないのが現状である。また本研究では、筋の質を示
す筋エコー強度においても、両群間で有意な差が認めら
れなかった（Table 1 ）。これは我々の仮説と異なる結果
であった。筋の質に関連する筋内脂肪の割合は、年齢、
身体活動量、肥満、疾患や傷害などの様々な要因によっ
て決定されることが知られている（Addison et al., 2014）。
我々の先行研究においても、要介護高齢者に対して6ヶ
月間のレジスタンストレーニングと持久的トレーニング
を指導した結果、エコー強度が低下し、筋の質が改善し
た（Yoshiko et al., 2017）。さらに Radaelli ら（2014）は、
3ヶ月間の短期間であっても同様の変化がみられるこ
とを報告しており、筋の質は刺激に対して反応性の高い
パラメータであることが示されている。今後、身体活動
量や食物摂取状況を詳細に把握することで、両群間の
筋量や筋の質に有意な差がみられなかった要因につい
て議論を深めることができると考える。

筋肉量に加えて、筋力および歩行速度などの複合的
な指標からサルコペニアを診断した結果、要介護群の
8.3％がサルコペニアであった（Table 3 ）。Yamada ら

（2013）は、地域在住の高齢者約2,000人を対象として、日
本人のサルコペニアに関する大規模調査を行った。そ
の結果、70歳から79歳までの日本人がサルコペニアを
発症する割合は、男性で5.3％－23.3％、女性で11.5％－
27.1％であるのに対し、85歳以上のサルコペニア発症率
が50％を上回ることを明らかにした（男性75.0％、女性
54.3％）。この結果を考慮すると、本研究で得られたサル
コペニアの割合が妥当な値であったとともに、今回の対
象者における今後5年から10年後のサルコペニア発症
をいかに抑制できるかが重要であることが示唆される。
高齢者における筋量の維持・増加あるいは身体機能の向
上に対して、運動が効果的であることは多くの研究で明
らかにされている（Sipila et al., 1995; Morse et al., 2005）。
我々も介護事業の一環として、要介護高齢者（平均年齢
78±8歳）に対して油圧式のレジスタンストレーニング
マシンとリカンベント式の自転車エルゴメータを用いた
複合的なトレーニングを1年間実施させた。その結果、
筋厚の増加、最大膝伸展トルクや歩行機能の改善がみ
られたことを報告した（Yoshiko et al., 2017）。しかしな
がら、TUG やサルコペニアの診断項目である SMI に有
意な改善が認められなかったことからも、要介護高齢者
の身体レベルで実施可能な範囲内での効果的なトレー
ニング方法の開発が期待される。

高齢者における膝伸展筋力、ピークトルクおよびパ
ワーが、筋の質的な指標である筋エコー強度と関係する
ことは、数多くの研究で明らかにされている（Cadore et 
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al., 2012; Rech et al., 2014; Wilhelm et al., 2014）。本研究で
は、要介護群と非要介護群の筋の質に有意な差がみら
れなかったのに加えて、膝伸展最大トルクにも有意差が
みられなかった。一方で、要介護群における5m 通常・
最大歩行速度は非要介護群よりも有意に低値が示され、
さらに5m 通常・最大歩行時間および TUG は有意に高
値が示された（Table 2 ）。これは、要介護群における
歩行機能が非要介護群よりも低いことを意味している。
Studenski ら（2010）は、約35,000人の地域在住高齢者を
対象としたコホート研究において、通常歩行速度によっ
て5年後あるいは10年後の生存率が推定されることを
報告した。例えば、本研究の対象者の平均年齢と通常
速度の結果を当てはめてみると（要介護群：78歳、0.81 
m/s、非要介護群：72歳、1.28 m/s）、要介護群の5年後
生存率が75－89％であるのに対して、非要介護群のそれ
は93－96％であり、両群間には最大で18％の差がみられ
ることになる。両群間における歩行速度には、年齢の差
を考慮した上でも統計的な有意差がみられたことから、
運動介入によって要介護者の歩行機能を維持・向上させ
ることが、将来的な生存率を高める為に重要であるのか
もしれない。さらに、要介護群における TUG は、非要
介護群に比べて有意に高値を示した。これは、要介護群
の機能的移動能力が顕著に低下している可能性を示し
た。Shumway-Cook ら（2000）は、高齢者の TUG と転
倒リスクとの関連を調べたところ、TUG スコア13.5秒が
転倒リスク増加のカットオフ値となることを発表した。
これに基づき、本研究でもカットオフ値以上のもの（転
倒リスクが高いもの）を Low TUG として定義し、各群
に占める Low TUG の割合を調査した。その結果、非要
介護群の該当者が0％だったのに対して、要介護群の約
30％は転倒リスクが高いと評価された。転倒は、骨折な
どの傷害を負う危険性を高めることからも、本研究の結
果は、介護者の日常生活には一層の注意が必要なことを
提言できると考える。

Ⅴ　結論

本研究では、要支援・要介護高齢者における筋形態・
質および身体機能の特徴を検証した。その結果、全身の
筋肉量、大腿部における筋量と筋の質は、要支援・要介
護高齢者と非要介護高齢者の間に差がみられなかった。
しかしながら、要支援・要介護高齢者の歩行機能は、非
介護高齢者に比べて低いことが示された。また、サルコ
ペニアの発症や転倒リスクについて検証した結果、要介
護高齢者は非要介護高齢者よりもサルコペニアの発症
率が高く、転倒リスクが高いことが明らかとなった。こ
れらの特徴は、要介護高齢者の将来的な生存率に影響

を与える要因であることが示唆される。本研究では、要
介護高齢者における身体的な特徴を把握するだけでな
く、特に非要介護高齢者との差がみられるポイントを明
確にすることができた。これらの知見は、要介護から介
護を必要としない生活を送る為のリハビリテーション
やトレーニングプログラムの開発へ応用されることが
期待される。
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